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安倍政権の掲げる
「地方創生」
に追随で、
「笑顔が輝き 夢と魅力あふれる都市」
になるでしょうか

大分市議団 です
大分市総合計画の変更が決定さ
れました︒安倍政権の
﹁地方創生﹂
夢と

未 来 創 造 都 市 ﹂を

を ベ ー スに︑﹁ 笑 顔 が 輝 き
魅力あふれる
めざした計画といいますが⁝︒

市民福祉の向上では⁝
人口減少の危機感をあおり︑社
会保障と地方財政の削減は避けら
れないとして︑民間投資の活用と
住民の自助・互助でまかなうよう
求めています︒
社会保障で掲げる﹁地域包括ケ
ア﹂構想は︑地域医療機関の再編
縮小をすすめるなど︑安上がりの
体制にし︑医療や介護から利用者
を追い出すものです︒国の責任を
縮小することも問題です︒

教育・文化の振興では⁝
学校教育において小中一貫教育
を中心にすえています︒これは︑
学校統廃合を加速させ︑教育の機
会均等を崩すものです︒新たな詰
め込み教育が危ぐされるとともに︑
転出入する児童生徒への教育保障
への問題も懸念されます︒
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の主体的成長が損なわれるなど︑
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安 全 協 定 を 結 ぶ こ と︑実
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第2回定例会は、6月13日か
ら27日まで開かれました。

と比較することも問題です︒
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発をただちに停止︑伊方原発

求めました︒さらに︑川内原

ることを国に要求することを

額を500万円まで引き上げ

軟な判定を行うことや︑支給
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壊﹂が対象であり︑半壊の
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まるまる削除など︑﹁憲法に
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は再稼働中止を要求しました︒

の規定に従い︑執行されるも
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学準備に間に合うように︑3
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した︒
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形成を図ること
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権力が行使されるべきである
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総務部長は︑﹁立憲主義とは︑
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憲法を戦争と独裁・抑圧の道具へ置き換える時代逆行の企ては許されない

を引き起こす危険物や︑漏
えいがあってはならない有
毒な物質が取り扱われてい

債権管理条例について

義務教育学校設置条例の制定で

油所の5基のタンクにおい

内でないと受けつけないと

かかわらず︑市のいう期限

が︑支払う意思があるにも

滞納を抱えている納税者

が︑市のいう期限内の納付

あげている﹂としています

の蓄積など︑一定の成果を

課における知識・ノウハウ

スキルアップ︑各債権所管

とより︑職員の意識改革と

置し︑未収金額の縮減はも

﹁未収金徴収対策会議の設

学的な検証もされておらず︑不登校の増加や

す︒さらに小中一貫教育は︑心理学的・教育

小中一貫教育を拡大させることにつながりま

の拡大など︑問題点の検証を行わないまま︑

また教員の多忙化や競争の強化︑学校間格差

ど︑中学校文化の前倒しなどを可能にします︒

5年生からの教科担任制や制服の押しつけな

え︑低学年からの英語教育︑定期テスト導入︑

義務教育区分を﹁4・3・2制﹂などに変

小中一貫教育の推進は許せません

認可保育所の待機児童は︑
て︑原油の漏えい事故が発

いう声が︑依然として寄せ

のみを要求することが︑意

子どもの荒れも指摘されています︒

条例制定の背景と目的に︑

いまも深刻な状況で︑特に
生しました︒大規模災害に

られています︒市担当部局

識改革やスキルアップなの

ます︒

育休明けの0歳・1歳児は︑
つながらなかったのは不幸

は︑﹁完納している人との

か疑問です︒条例の制定が︑

また市が所有する下郡の清

増設の必要性を訴えました︒

難であり︑さらなる保育所

状では︑待機児童解消は困

めの声がもれています︒現

地域住民へのリスクの周知

背後地住民への情報公開と︑

ことも懸念されます︒

により︑重大な被害が及ぶ

や液状化などの外的影響等

で︑JXエネルギー大分製

日︑大分県の地震

多くの保護者から﹁入れな
中の幸いでしたが︑今後も︑

公平性﹂理由にしています︒

さらなる徴収の強化につな

4月

いのが当たり前﹂という諦
災害時の漏えい事故︑津波

税を完納するということは

がるだけにならないように

心園跡地を︑保育所用地と

について︑市の取り組みは

めました︒

十分とは言えず︑改善を求

して活用するよう求めまし
た︒
福祉保健部長は︑﹁大分

待機児童解消を目指して定

石油コンビナート等防災計

ト災害について︑﹁大分県

総務部長は︑コンビナー

員拡大を行っている﹂とし︑

画に基づき︑地域対話や事

年度末までの

﹁今年度は980人の定員

業所見学等が行われており︑

市では平成

拡大を図り︑今後も保育環

県に委譲する姿勢が強く︑

を行っている﹂と答弁︒

市も参加して意見交換など

臨海工業地帯・

る責任を

改めて市民の安全と命を守

臨海工業地帯では︑危険

追及しま

コンビナート災害について

物︑可燃性ガス︑毒性ガス︑

した︒

現在︑多くの保育施設が︑保育士不足とい

納付したい﹂という要望も︑

払いにくく︑毎月の分割で

﹁4回の納期どおりでは支

す︒また現年度分でも︑

ものであり︑徴収の強化の

す場合の債権放棄を定める

行う﹂﹁一定の要件を満た

規定で︑適正な債権管理を

財務部長は︑﹁統一的な

問題に加え︑保育の質まで落とすという二重

守る最低基準を緩和することは︑待機児童の

保育士不足を理由にして︑子どもたちの命を

最も有効な対応策であることは明らかです︒

ることが︑深刻な保育士不足の解消のために︑

う問題を抱えているのは事実です︒厚生労働

﹁公平性﹂を理由に断って

みを目的にしたものではな

の課題を生むことになります︒

の利益を与えることになる︒

超えての分割納付は︑期限

税相談を実施﹂﹁納期限を

財務部長は︑﹁個別に納

などに応じるよ

還︑日時の変更

は︑使用料の返

ている時期のキャンセルに

市災害対策本部が設置され

に求めました︒

算出方法の見直しをおこない︑減額するよう

ため︑非常に高額の退職手当となっています︒

職は︑給料月額に在職月数を掛けて算出する

掛けることで算出されていますが︑常勤特別

職員の退職手当は︑給料月額に在職年数を

副市長など常勤特別職の退職金の減額を

省が行った調査からも︑保育士の賃金を上げ

います︒市税などを支払う

い﹂と答弁しました︒
場にたって︑徴収するよう

毎月一定額を積み立てなど

うに求めました︒

に求めました︒

の工夫を﹂と答弁しました︒

市施設の利用料について︑

努力をされている市民の立

資力に応じた納税を認めよ
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発電設備など︑引火や爆発

保育士の設置基準の規制緩和は問題
必要と思いますが︑生活で

求めました︒

広次 忠彦 議員
きないような徴収は問題で

斉藤 由美子 議員
境の充実に努める﹂と答弁︒
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待機児童は深刻。
保育所の更なる増設を

